
平成 28 年度 岐⾩⼥⼦⼤学 公開講座 
  

 
❶⼤学院免許法認定公開講座 

中学校・高等学校教諭専修免許状 取得希望の方向け 
 
●●●● 対面授業 
 
中学校教諭一種免許状から中学校教諭専修免許状、高等学校教諭一
種免許状から高等学校専修免許状への上進のための科目を開講し
ます。 
 
 
公開講座HPはこちら↓ 
http://dac.gijodai.ac.jp/openc/menkyohou02/me02_index.htm 
 
 
 
●●●● 通信教育 
 
平成27 年度より、通信教育にて各種専修免許状科目の取得が可能
になりました。ご⾃宅で DVD・テキスト学習を⾏い、各⾃課題に
取り組んでいただきます。科目修得試験は、本学で受験していただ
きます。日程等詳細は募集要項でご確認ください。 
[前期]4 科目、[後期]4 科目開講します。 
 
公開講座HPはこちら↓ 
http://dac.gijodai.ac.jp/openc/tsusin02/tu02_index.htm 
 
 
 
 
❷⼤学院科目履修講座 

幼稚園・小学校教諭専修免許状 取得希望の方向け 
 
●●●● 対面授業 
 
幼稚園教諭一種免許状から幼稚園教諭専修免許状、小学校教諭一種
免許状から小学校専修免許状への上進のための科目を開講します。 
 
 
公開講座HPはこちら↓ 
http://dac.gijodai.ac.jp/openc/menkyohou01/me01_index.htm 
 
 
 
 
●●●● 通信教育 
 
平成27 年度より、通信教育にて各種専修免許状科目の取得が可能
になりました。ご⾃宅で DVD・テキスト学習を⾏い、各⾃課題に
取り組んでいただきます。科目修得試験は、本学で受験していただ
きます。日程等詳細は募集要項でご確認ください。 
[前期]4 科目、[後期]4 科目開講します。 
 
公開講座HPはこちら↓ 
http://dac.gijodai.ac.jp/openc/tsusin01/tu01_index.htm  

開講科目 遠隔教育特講Ⅱ (5/8・5/22・6/5) 
教育情報特講Ⅱ (5/21・5/28・5/29) 
教材開発特講Ⅱ (6/4・6/11・6/12) 
教育実践特講Ⅱ-Ⅱ (8/28・9/10・9/11) 
教材開発研究Ⅱ〜教材デジタルアーカイブ〜 (10/9・10/23・11/6) 
教育課程特講Ⅱ (10/29・10/30・11/12) 
教育方法特講Ⅰ-Ⅱ (11/13・11/27・12/3) 
教育方法研究Ⅱ〜伝統⽂化〜 (11/19・11/20・11/26) 

受 講 料 15,000 円 (1 科目2 単位 テキスト代別途必要な科目有) 
日   程 1 科目3 日間 
申込方法 郵送・FAX・E-mail 
申込締切 各科目開始10 日前まで (一部異なる場合があります。) 

開講科目 前期 教育メディア特講Ⅱ 
教材開発研究Ⅳ〜教材デジタルアーカイブ〜 
教育方法研究Ⅳ〜伝統⽂化〜 
教育実践特講Ⅳ 

後期 教材開発特講Ⅳ 
学校経営特講Ⅳ 
教育方法特講Ⅱ-Ⅳ 
教育課程特講Ⅳ 

受 講 料 20,000 円(1 科目2 単位 テキスト代含む) 
日   程 詳しいスケジュールは募集要項P.7 をご覧ください。 

科目修得試験 前期：10/8・10/16 後期：1/9・1/22 
申込方法 郵送・FAX・E-mail 
申込期間 前期(5/1〜31)、後期(8/1〜8/31) 

開講科目 遠隔教育特講 (5/8・5/22・6/5) 
教育情報特講〜初等教育〜 (5/21・5/28・5/29) 
教材開発特講〜初等教育〜 (6/4・6/11・6/12) 
教育実践特講Ⅰ〜初等教育〜 (8/28・9/10・9/11) 
教材開発研究〜初等教育〜 (10/9・10/23・11/6) 
教育課程特講〜初等教育〜 (10/29・10/30・11/12) 
教育方法特講Ⅰ〜初等教育〜 (11/13・11/27・12/3) 
教育方法研究〜初等教育〜 (11/19・11/20・11/26) 

受 講 料 15,000 円 (1 科目2 単位 テキスト代別途必要な科目有) 
日   程 1 科目3 日間 
申込方法 郵送・FAX・E-mail 
申込締切 各科目開始10 日前まで (一部異なる場合があります。) 

開講科目 前期 教育メディア特講 
教材開発研究〜初等教育〜 
教育方法研究〜初等教育〜 
教育実践特講Ⅰ〜初等教育〜  

後期 教材開発特講〜初等教育〜  
学校経営特講〜初等教育〜  
教育方法特講Ⅱ〜初等教育〜  
教育課程特講〜初等教育〜  

受 講 料 20,000 円(1 科目2 単位 テキスト代含む) 
日   程 詳しいスケジュールは募集要項P.7 をご覧ください。 

科目修得試験 前期：10/8・10/16 後期：1/9・1/22 
申込方法 郵送・FAX・E-mail 
申込期間 前期(5/1〜31)、後期(8/1〜8/31) 

P.P.1 
募集要項 

P.P.11 
募集要項 

P.P.５ 
募集要項 

P.P.15 
募集要項 

※各講座の開講日程は、都合により変更する場合があります。 



❸小学校教諭免許科目履修講座 
 
 
小学校教諭二種免許状から一種免許状へ上進をご希望の方、中学校
教諭普通免許状または、幼稚園教諭普通免許状をお持ちで小学校二
種免許状科目の履修をご希望の方のための講座です。   
 
公開講座HPはこちら↓ 
http://dac.gijodai.ac.jp/openc/1syumenkyo/1sy_index.htm 
 
 
 
 
 

❹特例制度における保育士資格所有者のための 
 幼稚園教諭免許状科目履修講座 
 
保育士資格を所有し、保育士として幼稚園教諭申請時までに、3 年
かつ4320 時間以上の勤務経験を満たすことが出来る方は、特例制
度の講座にて単位を修得し、各都道府県教育委員会の教育職員検定
に合格することにより、幼稚園教諭免許状が授与されます。 
http://dac.gijodai.ac.jp/openc/youtien/you_index.htm 
 
 
 

❺特例制度における幼稚園教諭免許状所有者のための 
 保育士資格科目履修講座 
 
幼稚園教諭免許状を所有し、保育士試験申請時までに 3 年かつ
4320 時間以上の勤務経験を満たすことが出来る方を対象に開講
しています。特例制度による学びでは、最⼤ 8 単位の修得が必要
です。 
公開講座HPはこちら↓ 
http://dac.gijodai.ac.jp/openc/hoikusi/hoi_index.htm 
 
 
 
❻学芸員資格取得講座 
 
学芸員は、博物館資料の収集、保存、展⽰及び調査研究その他関連
する事業を⾏う、「博物館法」に定められた博物館におかれる専門
的職員です。本講座では、学芸員資格取得のための科目を開講しま
す。 
 
公開講座HPはこちら↓ 
http://dac.gijodai.ac.jp/openc/curator/cu_index.htm 

 
 
 

開講科目 教育経営学 (5/7・5/21・5/28) 
初等教科教育法(家庭) (5/8・5/22・6/19) 
社会基礎 (5/14・5/29・6/4) 
算数基礎 (6/5・6/12・6/25) 
初等教科教育法(理科) (6/18・7/2・7/16) 
⽣徒指導論 (7/9・7/23・8/7) 
教育の方法・技術 (7/17・7/30・8/6) 
初等教科教育法(国語) (9/3・9/17・10/1) 
教師論 (10/2・10/9・10/23) 
初等教科教育法(⽣活) (10/8・10/22・11/5) 

受 講 料 12,000 円(1 科目2 単位) 
日   程 1 科目3 日間 
申込方法 郵送・FAX・E-mail 
申込締切 各科目開始10 日前まで 

開講科目 

教育経営学 (5/7・5/21・5/28) 
幼児理解 (6/11・6/12) 
教育の方法・技術 (7/17・7/30・8/6) 
教師論 (10/2・10/9・10/23) 
教育課程論 (11/19・12/17・12/18) 

受 講 料 12,000 円(1 科目2 単位) 
日   程 1 科目3 日間(幼児理解のみ2 日間) 
申込方法 郵送・FAX・E-mail 
申込締切 各科目開始10 日前まで 

開講科目 

福祉と養護 (5/28・5/29・6/11・6/12) 
相談支援 (6/18・6/19・7/2・7/3) 
保健と食と栄養 (9/3・9/4・9/10・9/11) 
乳児保育 (10/29・10/30・11/5・11/6) 

受 講 料 12,000 円(1 科目2 単位) 
日   程 1 科目4 日間 
申込方法 郵送・FAX・E-mail 
申込締切 各科目開始10 日前まで 

開講科目 

博物館資料論 (5/14・5/21・5/28・6/4) 
博物館展⽰論 (7/9・7/10・7/23・7/24) 
博物館概論 (9/3・9/10・9/24・9/25) 
⽣涯学習概論 (11/12・11/13・11/26・11/27) 
博物館情報・メディア論 (12/17・12/18・12/23) 
博物館実習<現地実習含む> (7/30・7/31・8/6・8/7・8/20・
8/21・10/2・10/15・11/20・3/1・3/2・3/3 ※12 日間 ) 

受 講 料 20,000円(1科目2単位)、博物館実習のみ50,000円(3単位) 

日   程 
1 科目4 日間 (博物館情報・メディア論のみ3 日間) 
※博物館実習は、12 日間です。詳細は本学の公開講座 HP 学
芸員講座または募集要項p.32〜をご覧ください。 

申込方法 郵送のみ 

申込締切 各科目開始10 日前まで 
※博物館実習の申込締切は、5/30(月)必着です。 

P.29 
募集要項 

P.32 
募集要項 

P.25 
募集要項 

―お問い合わせ先― 
岐⾩⼥⼦⼤学 ⽂化情報研究センター(明徳町サテライトキャンパス)  
【TEL】058-267-5237  【FAX】058-267-5238  
【E-mail】openc@gijodai.ac.jp(公開講座専用)  
【URL】http://dac.gijodai.ac.jp/openc/ 

P.21 
募集要項 


